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緑化事業 の ご案内
対する関心を高めるための講習会・教室開催など緑化を推進する事業を行っています。

校事業

校事業

花とみどりの楽

花とみどりの楽

今月のおすすめ

2

緑化基金の募金活動を行い、市民の緑化推進活動の支援や民有地の緑化助成、緑に

見ごろ

2022

見ごろ

新型コロナウイルスの状況により、イベント・講座等を変更または
中止する場合がございます。詳しくは公園協会ホームページをご覧
いただくか、各施設へお問い合わせください。
「花苗の植え付け」体験教室

岡山市半田山植物園 活動プログラム

公園協会スタッフが学校や幼稚園・
保育園・こども園に出向いて「花苗
の植え付け」の体験教室を行います。

緑化専門の公園協会スタッフが岡山
市半田山植物園で遊びや体験を通し
て植物を学ぶプログラムを行います。

ウメ各種

西大寺緑花公園 林床花壇

祉事業

遣事業

花とみどりの福

みどりの講師派

植物名

（例）観葉植物の寄せ植え

花苗寄せ植え体験

みどりに関する講習会を、公園協会
の職員が講師としてお手伝いしま
す。

岡山市内の福祉施設、老人ホームなど
を対象に、公園協会スタッフによる
「花苗の寄せ植え」
などの体験講座です。
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半田山植物園（梅林）
2月上旬

中国原産の落葉樹で、観賞用や果樹として奈良時代には日本
で栽培されていたといわれます。大きく分けて花を観賞する
ための「花ウメ」
と、果実を利用する
「実ウメ」
と呼ばれる品種群
があります。

り事業

市民協働花壇づく

住まいの緑化奨

場

ウメ

〈まめ知識〉

冬の公園で野鳥観察
植物名
場

所

時

期

ミチノクフクジュソウ

みどりの助成金

花壇づくり資材の助成

住宅用地・事業所用地で、新たに緑
化する植物を助成いたします。

市内で10㎡以上の遊休地について、花壇づくり
のアドバイスや、花苗や土などの必要な物品
を支給することで活動をサポートします。

半田山植物園（桜林）

その他、各施設での特徴を活かした講座を行っておりますので、
詳細は中面の各施設イベント案内をご覧ください。

2月上旬

キンポウゲ科の多年草で、春いち早く黄金色の花を咲かせ
ます。フクジュソウのように、春の芽出しと共に花を咲かせ、
夏には地上部が枯れてしまう多年草を総称し、スプリング・
エフェメラル（「春のはかないもの」
という意味）
と呼びます。

お問い合せ・
岡山市公園協会 緑化推進課 TEL 086-262-9588
お申し込みは （公財）

まで

庭木、鉢物の管理、花壇づくりなど植物
に関する疑問、質問等ございましたら
お気軽にお問い合わせ下さい。
公園協会 H P でも受け付けています。

見ごろ
■

浦安総合公園西地区

☎ 261−8588

［午前９時〜12時／午後１時〜５時］
■
■

休 土曜・日曜・祝日、
年末年始

岡山市半田山植物園

［午前10時〜12時／午後１時〜４時］

☎ 256−8787
休 火曜日（祝日の場合 翌日）、年末年始

西大寺緑花公園・百花プラザ

☎ 944−8717

［午前９時〜 12 時／午後１時〜５時］ 休 月曜日（祝日の場合 翌日）、年末年始
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ナリヒラヒイラギナンテンの果実
西大寺緑花公園 せせらぎ周辺
2月

中国が原産地の常緑低木です。秋に黄色い花を咲かせた後に
稔る粉を吹いたような質感の青緑の果実は、2月ごろから徐々
に色がついて藍色に変わり、目につきます。小鳥の好物のよう
で、気が付くと無くなっています。時間差で熟すのは、鳥たち
に一挙に食べられないための作戦なのかもしれません。

■ 岡山市総合文化体育館

休：火曜日（祝日の場合は翌日）
〒702-8024 岡山市南区浦安南町493-2
Tel 263-7474
Fax 265-5354

休：火曜日（祝日の場合は翌日）
〒700-0004 岡山市北区法界院3-1
Tel 252-4183
Fax 252-2208
■ 花と緑の相談所 Tel 256-8787

■ 浦安総合公園テニスコート

■ 六番川水の公園体育館

休：火曜日（祝日の場合は翌日）
Tel 264-8104

改修工事のため、施設を一部利用中止としておりましたが、下記の日程で
再開いたしますので、
ご利用くださいますよう宜しくお願いいたします。

■ 浦安総合公園西地区管理事務所

〒702-8025 岡山市南区浦安西町148-1
Tel 261-8588
Fax 262-9589
■ 花と緑の相談所 Tel 261-8588

対象施設：テニスコートA（東川原）１～４番コート

■ 灘崎町総合公園

休：火曜日（祝日の場合は翌日）
〒703-8234 岡山市中区沢田649-2
Tel 270-3308
Fax 270-8353

テニスコートC（神下）１・２番コート

再 開 日：令和４年４月１日
（金）
より
〈お問い合わせ〉百間川緑地管理事務所

TEL：086-273-2453（8：30～17：00）

百間川緑地 サッカー場A（原尾島）のご利用について

グラウンド整備に伴う芝生養生のため、下記日時のみの利用とさせて頂き
ます。皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の程
お願いいたします。

期 間：4月～11月
（予定） 利用可能日時：毎週日曜 8：00～17：00

〈お問い合わせ〉百間川緑地管理事務所

TEL：086-273-2453（8：30～17：00）

〒709-1215 岡山市南区片岡119-1
Tel 362-0845
Fax 362-0806

■ 西大寺緑花公園・百花プラザ

休：月曜日（祝日の場合は翌日）
〒704-8117 岡山市東区西大寺南1-2-3
Tel 944-8716
Fax 944-8715
■ 花と緑の相談所 Tel 944-8717

公益財団法人
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■ 岡山市半田山植物園

休：火曜日（祝日の場合は翌日）
〒704-8163 岡山市東区升田614-64
Tel 948-4515
Fax 948-4519

百間川緑地 スポーツ施設利用再開のお知らせ

植物名

公園には紅白6種類のウメを植栽しています。早咲きや遅咲き、一
重に八重など個性豊かでそれぞれ魅力的です。花の少ないこの季節、
葉に先駆けて花を咲かせてまだ動きの鈍い虫たちを誘います。上品
な香りも春の訪れを感じさせ、公園を歩く人たちの心も和みます。

冬は市街地で見られる野鳥が多くなり、
落葉樹も葉を落とすので、鳥の姿を
ツグミ
見つけやすくなります。
またこの時期は、一年を通しその場で暮らしている留鳥
（メジロやウグイスなど）に加え、冬を越すために標高の
高い場所や、北の方から渡って来た冬鳥が見られます。例えば
冬の公園や庭先でよく見られるツグミは、主にシベリア
方面から海を越えて渡来します。またスズメくらいの大きさ
でオレンジ色の胸をしたジョウビタキは、夏に中国東北部
などで繁殖し、秋に海を越えてやってきます。その小さな
体で海を渡る姿を想像すると、感心せずにはいられません。
冬の公園で、いつもより少しだけ注意して周りを見回し
てみてください。思いのほか、いろんな野鳥と出会えるの
ではないでしょうか。

■ 操山公園里山センター

■ 百間川緑地管理事務所

（操山公園里山センター内）
〒703-8234 岡山市中区沢田649-2
Tel・Fax 273-2453

岡山市公園協会

https：//www.okayama-park.or.jp
〒702-8024 岡山市南区浦安南町493-2
Tel 265-0871 Fax 265-5354
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ネコヤナギ

西大寺緑花公園 せせらぎ周辺
2月中旬～

日本、朝鮮半島、中国に分布する落葉低木です。岡山県でも
河川敷などで見られます。赤い芽鱗が外れると猫のしっぽの
ようなモフモフの花芽が登場し、
じきに黄色い花粉をつけた
雄しべが現れます。公園にはほかにシダレヤナギとイヌコリ
ヤナギを植えており、同じ頃によく似た花を咲かせます。

